
No 中国語 ピンイン 日本語

1 黎明 límíng 夜明け。
2 天亮 tiānliàng 夜明け。
3 天明 tiānmíng 夜明け。
4 拂晓 fúxiǎo 明け方。
5 一大早儿 yīdàzǎor 明け方。
6 凌晨 língchén 夜明け頃。
7 清晨 qīngchén 早朝。明け方。
8 早 zǎo 朝。
9 清早 qīngzǎo 早朝。朝早く。
10 一清早 yīqīngzǎo 早朝。朝早く。
11 早晨 zǎochen 朝。おおよそ夜明けから朝の時間帯を指す。
12 早上 zǎoshang 朝。おおよそ夜明けから朝の時間帯を指す。
13 白天 báitiān 昼間。
14 大白天 dàbáitiān 真っ昼間。
15 白昼 báizhòu 昼間。
16 向午 xiàngwǔ 昼ごろ。昼時。
17 晌午 xiǎngwu 正午。昼。
18 小晌午 xiǎoshǎngwu 昼前。
19 傍午 bàngwǔ 正午近く。
20 傍晌 bàngshǎng 正午前。
21 过午 guòwǔ 昼過ぎ。
22 过晌 guòshǎng 昼過ぎ。
23 午后 wǔhòu 昼過ぎ。昼下がり。午後。
24 傍晚 bàngwǎn 夕方。夕暮れ。
25 傍黑 bànghēi 夕方。夕暮れ。
26 ⻩昏 huánghūn たそがれ。日暮れどき。
27 薄暮 bómù たそがれ。夕暮れ。
28 晚上 wǎnshang 夜。晩。
29 晚晌 wǎnshǎng 夜。晩。
30 夜晚 yèwǎn 夜。晩。
31 夜里 yèli 夜間。夜中。
32 夜间 yèjiān 夜間。
33 半夜 bànyè 真夜中。ひと夜の半分。
34 夜半 yèbàn 夜の１２時頃。
35 午夜 wǔyè 夜の１２時頃。
36 子夜 zǐyè 真夜中。
37 深夜 shēnyè 深夜。
38 日夜 rìyè 日夜。昼夜。
39 昼夜 zhòuyè 昼夜。昼と夜。
40 晨昏 chénhūn 朝晩。
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41 上午 shàngwǔ 午前。
42 午前 wǔqián 午前。
43 上半天 shàngbàntiān 午前。
44 中午以前 zhōngwǔ yǐqián 昼前。昼以前。
45 中午之前 zhōngwǔ zhīqián 昼前。
46 中午 zhōngwǔ 正午。昼の１２時前後。
47 正午 zhèngwǔ 正午。
48 中午以后 zhōngwǔ yǐhòu 昼過ぎ。昼以降。
49 中午之后 zhōngwǔ zhīhòu 昼過ぎ。
50 下午 xiàwǔ 午後。昼過ぎ。
51 午后 wǔhòu 午後。昼過ぎ。
52 下半天 xiàbàntiān 午後。
53 破晓 pòxiǎo 夜が明ける。空が白む。
54 日出 rìchū 日の出。
55 日落 rìluò 日没。日が沈む。
56 月出 yuè chū 月の出。
57 月落 yuè luò 月が沈む。
58 日照 rìzhào 日照。
59 朝阳 zhāoyáng 朝日。新興の。
60 朝阳 cháoyáng 太陽の方に向いている。南向き。
61 旭日 xùrì 朝日。
62 夕阳 xīyáng 夕日。斜陽の。
63 垂暮 chuímù 夕暮れ。
64 早霞 zǎoxiá 朝焼け。
65 朝霞 zhāoxiá 朝焼け。
66 晚霞 wǎnxiá 夕焼け。
67 火烧云 huǒshāoyún 朝焼け雲。夕焼け雲。
68 晨光 chénguāng 朝の光。
69 晨曦 chénxī 朝の光。
70 太阳 tàiyáng 太陽。
71 日头 rìtou 太陽。
72 月亮 yuèliang 月。
73 圆月 yuányuè 満月。
74 望月 wàngyuè 満月。
75 满月 mǎnyuè 満月。生後満１か月になる。
76 月牙 yuèyá 三日月。
77 月牙儿 yuèyár 三日月。
78 新月 xīnyuè 三日月。
79 峨眉月 éméiyuè 三日月。
80 星星 xīngxing 星。
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81 星星 xīngxīng 小さな点。
82 星辰 xīngchén 星。
83 星斗 xīngdǒu 星。
84 太阳升起来 tàiyáng shēng qǐlai 日が昇る。
85 太阳下山 tàiyáng xiàshān 日が沈む。
86 太阳落下去 tàiyáng luòxiàqù 日が落ちる。
87 天 tiān 空。天。
88 天空 tiānkōng 空。
89 天宇 tiānyǔ 空。天空。
90 蓝天 lántiān ⻘空。
91 ⻘天 qīngtiān ⻘空。
92 晴空 qīngkōng ⻘空。晴れ。
93 阴天 yīntiān 曇り空。曇り。
94 夜空 yèkōng 夜空。
95 早 zǎo おはよう。
96 你早 nǐ zǎo おはよう。
97 您早 nín zǎo おはようございます。
98 你们早 nǐmen zǎo あなた達、おはようございます。
99 早上好 zǎoshang hǎo おはようございます。
100 早安 zǎo'ān おはようございます。
101 你起来了 nǐ qǐlai le 起きたね。
102 你早来了 nǐ zǎo lái le お早いですね。
103 你早起了 nǐ zǎo qǐ le お早いですね。
104 上午好 shàngwǔ hǎo (おはようと言うには遅い午前中の)こんにちは。
105 中午好 zhōngwǔ hǎo (正午近くの時間帯の)こんにちは。
106 下午好 xiàwǔ hǎo (午後の時間帯の)こんにちは。
107 晚上好 wǎnshang hǎo こんばんは。
108 我睡了 wǒ shuì le もう寝る。
109 你好好睡吧 nǐ hǎohǎo shuì ba ゆっくりお眠り。
110 晚安 wǎn'ān おやすみなさい。
111 好梦 hǎo mèng よい夢を。
112 做个好梦 zuò gè hǎo mèng よい夢を。
113 早饭 zǎofàn 朝ごはん。朝メシ。
114 午饭 wǔfàn 昼ごはん。昼メシ。
115 晚饭 wǎnfàn 晩ごはん。晩メシ。
116 早餐 zǎocān 朝食。
117 午餐 wǔcān 昼食。
118 晚餐 wǎncān 夕食。
119 午后的点心 wǔhòu de diǎnxīn 午後のおやつ。
120 午后的红茶 wǔhòu de hóngchá 午後の紅茶。アフタヌーンティー。
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121 三点的点心 sān diǎn de diǎnxīn ３時のおやつ。
122 零食 língshí 間食。スナック。おやつ。
123 夜宵 yèxiāo 夜食。
124 夜餐 yècān 夜食。遅い夕食。
125 睡醒 shuìxǐng 目覚める。
126 起床 qǐchuāng 起床する。
127 早操 zǎocāo 朝の体操。
128 晨操 chéncāo 朝の体操。
129 遛早儿 liùzǎor 早朝散歩。
130 早茶 zǎochá 朝のヤムチャ。
131 早会 zǎohuì 朝会。朝礼。
132 晨会 chénhuì 朝会。朝礼。
133 朝会 zhāohuì 朝会。朝礼。
134 朝会 cháohuì 謁見(えっけん)する。偉い人に会う。
135 午休 wǔxiū 昼休み。
136 午间休息 wǔjiān xiūxi 昼休み。
137 午睡 wǔshuì 昼寝。
138 午觉 wǔjiào 昼寝。
139 夜班 yèbān 夜勤。
140 夜工 yègōng 夜間労働。
141 彻夜 chèyè 夜通し。
142 通宵 tōngxiāo 夜通し。
143 开夜⻋ kāi yèchē 徹夜する。
144 熬夜 áoyè 夜更かしする。徹夜する。
145 睡觉 shuìjiào 眠る。
146 就寝 jiùqǐn 眠りにつく。
147 上床 shàngchuáng 寝床につく。ベッドインする。眠りにつく。
148 熄灯 xīdēng 消灯する。
149 早睡早起 zǎoshuì zǎoqǐ 早寝早起きする。
150 晚睡晚起 wǎn shuì wǎn qǐ 遅く寝て、遅く起きる。
151 早点睡 zǎodiǎn shuì 早めに寝る。
152 早点睡吧 zǎodiǎn shuì ba 早めに寝て。早めに寝よう。
153 早点睡觉吧 zǎodiǎn shuìjiào ba 早めに寝て。早めに寝よう。
154 我要早点睡 wǒ yào zǎodiǎn shuì 早めに寝ます。
155 醒着吗? xǐng zhe ma 起きてますか。
156 请起来 qǐng qǐlai 起きてください。
157 快起来吧 kuài qǐlai ba 早く起きなさい。
158 睡懒觉 shuì lǎnjiào 寝坊する。
159 睡回笼觉 shuì huí lóng jiào 二度寝する。
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